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上のイラスト（提供：東京工業大学）は、電磁力平衡コイルを用いた大規
模 SMES の将来像で、工場で製作し現地まで輸送可能な大きさの電磁力
平衡コイルを 4,000 個並べた SMES 装置である。本装置で約 3 万世帯の
消費電力を 1 日分貯蔵することができる。このような大規模 SMES を都
0.53m

市部に設置することで、エネルギーセキュリティの向上も大いに期待で
きる。
なお、電磁力平衡コイル（左写真／提供：東京工業大学）とは、ドーナツ
型の巻枠に超電導線を螺旋状に巻いたヘリカルコイルのことで、ヘリカ
ル巻数を最適化することにより、余分な電磁力を打ち消すことができ、
支持材量を従来型コイルの半分以下に低減することができる。
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Visiting

青森県八戸市マイクログリッド実証試験設備見学
ングコ ストとコ スト 削 減 分 が 釣り合うこと、

電力品質、環境性（LCA）、システム効率の点

ド実証試験設備を研究会のメンバー 10 数名

2007 年 11 月 30 日、八戸市のマイクログリッ

CO 2, SOx, NOx などの有害ガスを出さないこ

では及第点だが、経済性の点で検討の余地が

で訪問した。これは「水の流れを電気で返す

とを目標とした。本プロジェクトの特徴は、1）

あるとのことであった。これは制御室に 24 時

プロジェクト」として、NEDO から八戸市、三

太陽光や風力など人為的に制御できない電源

間運転員を張り付けなければならないため人

菱総研、三菱電機の 3 社で受託し、青森県の

とガスエンジンや蓄電池を組み合わせて、シ

件費がかさむことによる。たとえば自治体な

協力の下、平成 15 年度から平成 19 年度まで

ステム全 体 の 電 力 安 定 供 給を 行うこと、 2）

ど他の 24 時間体制のシステムと融合して運

行われたプロジェクトである。制御室 のある

汚泥消化ガスを利用したガスエンジン、木質

転できれば、このコストは軽減できるため経

東部終末処理場と 4 つの小中学校、市庁舎本

バイオマスボイラによる熱源供給など、再生

済性の面でも課題をクリアできる可能性がある。

館、旧庁舎を自営線により電力／通信ケーブ

可能エネルギーと位置づけられるものだけで

SMES などの超電導電力機器でも、現行の法

ルでつないでマイクログリッドを構成している。

構成されていること、3）各施設を自営線によ

律では冷凍機などの運転員が 24 時間体制で

マイクログリッドにつ い て は 、本 誌 V o l . 3 3

り接続し既存の系統と切り離して評価してい

なければならず、これら運転員の共用で運転

（2007.6）にも掲載したが、電源／熱源と電

ること、4）既存の電力系統と連系し、既存系

コストの低減が可能になるだろう。

気負荷／熱負荷を含む電気・熱・通信の小規

統に迷惑をかけない品質と経済性の検討を行っ

最後に、見学にあたって丁寧にご説明いた

模なネットワークで、多くの不確定性のもと経

ている。とくに、自営線を用いた公共施設で

だいた八戸市環境部下水道事務所新エネルギー

済的・環境的に最適な運用を行い、かつ商用

の実例としては世界初の試みである。

実証研究推進室

系統へ悪影響を与えない独立制御されたネッ

最初に三菱総研の前島仁氏より設備の概要

トワークである。構成は図のように、市庁舎の

をご説明いただき、東部終末処

太陽光発電（10kW）と風力発電（2kW × 2）

理場の設備を見学した。東部終

と 4 つの小中学校で太陽光発電（10kW×2 校）
、

末処理場では、電気と熱を供給

風力発電（8kW × 2 校）、東部終末処理場で

している。電気の太陽光や風力

50kW の太陽光発電と消化ガスを用いたバイ

による変動の内、長周期のもの

オガスエンジン（170kW×3）により発電を行っ

はガスエンジンで、短周期のも

ている。なお、負荷変動の補償として 100kW

のは蓄電池で吸収して安定した

の鉛蓄電池を備えており、将来的に SMES の

系統を実現しているとのことで

適用の可能性もあると思われた。

あった。商用系統とは 1 点で連

本プロジェクトの目標は、商用系統と同程
度の電力品質を維持しつつ、商用系統側から
見て変動のない一定負荷であること。ランニ

室長補佐の田澤修様にお

礼申しあげます。

系し逆潮流は起こさないように
している。
プロジェクトとしての評価は、

「超電導電力ネットワーク制御技術開発」成果報告会
平成 20 年 3 月 21 日「超電導電力ネットワー

本プロジェクトの重要課題である古河日光発

また刀祢浩一氏（九州電力）より系統安定化

ク制御技術開発」成果報告会が九段会館で開

電における 10MVA/20MJ 級 SMES の実系統

の結果について夫々報告があった。

催された。会場には 100 名を越える参加があ

での負荷変動補償・系統安定化フィールド試

り、成果報告に熱心な聴講と質疑討論が行わ

験の概要と試験結果についての説明があった。

内 田 直 之 教 授（ 東 京 理 科 大 学 ）等 による
SMES 導入における標準化の説明があり、塩

れた。この技術開発は、新エネルギー・産業

試験ではクエンチ検出に今後の課題が見いだ

原融氏（ISTEC）により SMES への適用が期待

技術総合開発機構（NEDO）が中部電力、九

されたが、5 万回を超える負荷変動補償、有効・

される Y 系線材 のメリット、開発 の進展につ

州電力、
（財）国際超電導産業技術研究センター

無効電力同時制御、高速応答性確認など目標

いての説明と今後の開発動向について報告が

（ISTEC）へ委託実施したものであり、平成 19

とした有意義な結果が得られたと報告された。

あった。

年度が 4 年目の最終年度である。
正田英介プロジェクト SMES 開発方針会議

引き続き、大崎博之教授（東京大学）より

報告会の最後に、石山敦士教授（早稲田大学）

低コスト変換器システム、高信頼性冷凍機、

よりこれまでの SMES 開発のまとめと今後の

議長の挨拶に続き、経済産業省資源エネルギー

平野直樹氏（中部電力）より高磁場酸化物系

展開として、Y 系線材を用いた 2GJ/100MW

庁電力・ガス事業部電力基盤整備課高塚夏樹

SMES コイル、林秀美氏（九州電力）より伝導

負荷変動補償 SMES の設計例が示され、チャ

室長補佐の来賓挨拶があった。

冷却電流リードシステムの開発について夫々

レンジングであるが達 成できるものであり、

個別に詳細報告がされた。

そのためには産官学の連携が必要であるとの

長屋重夫プロジェクトリーダー（中部電力）
により、平成 3 年度開始の SMES 開発（要素

実系統フィールド試験に関しては、当 SMES

報告があった。

技術開発、コスト低減）のこれまでの取り組み、

研究会理事長であり今回の試験法・評価法検

平成 16 年度開始の本プロジェクトについて、

討委員会主査である仁田旦三教授（明星大学）

なお、今回のプロジェクトに続き、来年度か

低コスト変換器システム、極低温冷凍機、酸

より試験結果の概要説明があり、永田達也氏（中

クトが始まる予定であり、今回の開発成果は

化物超電導コイル開発などの概要説明がされ、

部電力）から負荷変動補償の結果について、

これに繋がるものとして評価されている。

らは Y 系超電導電力機器開発に関するプロジェ
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RASMESの動向
■技術委員会
超電導エネルギー貯蔵研究会（RASMES）は、
1986 年の発足以来、20 年以上を経過している
が、超電導電力貯蔵（SMES）の実用化に向けて、
大学等学術研究機関の専門家、電気事業・重電・

②八戸におけるマイクログリッド開発の現状
③フライホイールエネルギー貯蔵の現状
④分散 GA を用いた電力平準化システムの
最適化
⑤船舶用 Pot motor の開発状況

電線、建設・シンクタンク等多くの機関から専

■広報委員会
広報委員会では、研究会の活性化、研究会活
動内容の情報発信のため、①機関紙の発行（年
1 回）、②ホームページの運営、③見学会・会員
交流会の開催などの活動を行なっている。
多くの方々に研究会の活動状況を知っていた

門家が参加しており、幅広い視点から問題点を

これらの活動成果を取りまとめ、平成 19 年

だくために特に重要な役割を果たすのがホーム

抽出して、自由な立場から議論を展開してきて

度技術報告書を作成した。SMES 研究会では、

ページであると考えており、昨年からポータル

いる。

平成 20 年度以降も、世界をリードする SMES 検

画面の改良、コラムの定期的なアップロードな

討集団として時代を先取りした技術的検討と

どを行なっている。その甲斐もあってか最近研

巻く環境に大きな変化が見られる。特に近年では、

SMES 啓発のための活動を進めていく予定であ

究会ホームページへのアクセス数が急増してい

地球温暖化問題への対応が世界共通の喫緊の

る。引き続き、御支援、御協力を御願いしたい。

る。今後も活動内容の PR のため、タイムリーな

本研究会の設立時と現在では、SMES を取り

課題となっており、わが国では政府が取り上げ
た主要な 20 の技術開発の中には「先端的原子

情報発信を行なっていきたい。

■企画委員会

また、研究会を活性化させるため、昨年の研

力発電」などと並んで「超電導高効率送電」が

企画委員会の主たる活動は、研究会の方向

究発表会のときに会の活動に関するアンケート

取り上げられている。二酸化炭素を排出しない

性を議論することであり、他の委員会と密接に

を行なった。その回答を集約した結果、会員交
流会・見学会に対する興味が高く、いろいろな

発電技術として、太陽光発電、風力発電などの

関連しているので、ここ数年は合同委員会や特

自然エネルギー発電が大量に導入されることが

に広報委員会と合同で開催する形をとってきた。

見学希望箇所があることがわかった。この結果

想定されているが、既に SMES 研究会での検討

広報委員会との連携のもとに会員交流会や見

を踏まえ、希望の多かった箇所の見学会の開催

例があるように、発電出力を安定的に供給する

学会の立案あるいは研究発表会の企画などの

などをこれから企画して行く予定である。

ためには SMES による出力の平準化と無効電力

活動を行ってきた。

の制御が極めて有効である。
「超電導高効率送電」

会員間の交流も重要であるので、1 泊 2 日の

なお、交流会・見学会については、新規会員
の入会促進のため、会員以外の方にも参加して

の具体的技術内容はまだ明示されてはいないが、

見学会を企画し、日光で行われた国家プロジェ

いただけるよう、昨年から案内文書の送付範囲

SMES による電力の貯蔵および電力系統の制御

クトである SMES のフィールド試験と、同じく国

を広げている。

は高効率送電に大いに寄与できる。

家プロジェクトの八戸市のマイクログリッドの見

昨年、日光で国プロ SMES の実証試験が行な

一方、SMES が有する繰り返しを含むパルス

学を実施した。また、技術委員会と連携し、東

われ、SMES がまた一歩実用に近づいた。今後、

的電力供給が可能であるメリットの活用も加速

京工業大学嶋田研究室で開発中の電磁力平衡

ますます SMES の注目度が高まり、SMES 研究

器用電源への応用などにおいて注目を集めて

型 SMES の見学も行った。

会の役割も重要になるものと思われる。このよ

いる。平成 19 年度は完成間近の J-PARC の性

今後も、大学、研究機関などとの連携を図る

うなときだからこそ、SMES 研究会がますます

能向上時に必要となるパルス的電力供給のた

など、研究会がより活性化するような企画をす

活性化するよう、会員の皆様のご協力を賜りな

めの電源補償に関し、実験およびシミュレーショ

ることに務める。

がら活動していきたい。

■国際委員会

■財務委員会

ンによりその有効性を確認した。
超電導エネルギー貯蔵研究会の技術委員会
では全体の技術委員会を中心に、SMES を中心

国際委員会の役割は、海外の SMES 関連技術

会員の皆様には厳しい環境の中、引き続きご

とした概念設計検討および技術調査活動を進

開発動向や海外の関連機関との情報収集・情

支援をいただき深く感謝いたします。2008 年

めている。平成 19 年度の具体的活動内容は下

報交換をすることにあり、これまでも機会があ

度の予算編成でも明らかになっておりますが、

記の通りである。

る毎に海外研究者によるセミナーなどを開催し

研究会を維持するための最低限のレベルに支

てきた。また、情報収集活動として、国内外で

出を抑え込んでも、収入よりも支出が超過して

発表された文献を紹介し、データベースとして

しまう状況が続いております。2008 年度は当

まとめてきている。

研究会にとって新規会員獲得が必須の事態で

（1）WG による専門的検討の深化
全体の技術委員会の中に SMES システム検討
WG（委員長：新冨孝和）を設置し、J-PARC 用

SMES 研究開発では、我が国の国家プロジェ

すが、他の団体や学会の状況を見ても新規会

概念設計検討を行うなど掘り下げた検討を進め

クトにおける系統安定化・負荷変動補償 SMES

員獲得が容易ならざることは想像に難くありま

た。具体的には J-PARC の概要を調査し、主リン

の実用化に向けたフィールド試験によりその有

せん。このまま推移すれば早晩研究会運営につ

グ電 源 の 変 動 補 償 を 目 的とした J - PA R C 用

効性が明らかにされ、さらに進んだ開発計画が

いて根本的な議論を始めていただくようお願い

SMES の検討を進めた。

予定されている。一方、海外では韓国、中国な

することになり、財務委員長として痛恨の極み

どで活発な開発研究がされている。

であります。一方洞爺湖サミットに象徴されるよ

SMES を中心とした SMES システムの検討に関し、

（2）最近の研究開発動向と SMES
SMES に関連する材料、理論研究、超電導応

CO2 削減、エネルギーセキュリティが緊急課

うに地球環境問題はその緊急度がますます高まっ

用開発研究などの最近の研究開発動向の情報

題である状況において、SMES の重要性が認識

ています。この問題解決に向けて SMES の有用

に関する共有化を図った。具体的には下記の発

されてきており、より幅広い情報収集の必要性

性が強まることはあれ、弱まることはあり得な

表をして戴いた。

が高まっている。

いと認識いたします。会員の皆様のご理解とご

①ブルックヘブン国立研究所（BNL）の AGS 加
速器用負荷変動補償装置

今後も国内外の技術開発動向に注視していく
ように務める。

支援を切にお願い申しあげます。

行事カレンダー

超電導エネルギー貯蔵研究会役員
■会

平成19年6月〜20年5月

長

上之薗

6/5

博 （財）電力中央研究所名誉特別顧問

6/21

理事会
平成19年度定期総会

■理事長
仁田

旦三

第19回超電導電力貯蔵研究発表会

明星大学電気電子システム工学科教授
（財）電力中央研究所研究顧問／（社）電気学会会長

■顧

平成19年第3回広報委員会

8/20

平成19年第4回広報委員会

9/28

第282回拡大技術委員会

11/29 RASMES会員交流会

問

大塚泰一郎

東北大学名誉教授

太刀川恭治

東海大学教授

河本

哲三

立命館大学客員教授

豊田

淳一

東北大学名誉教授

島本

進

成蹊大学理工学部講師

西松

裕一

東京大学名誉教授

関根

泰次

東京大学名誉教授

林

宗明

京都大学名誉教授

竹尾

正勝

九州大学大学院名誉教授

11/30 第283回拡大技術委員会
見学会
「八戸市マイクログリッド実証試験設備」
12/20 第284回拡大技術委員会
見学会
「東京工業大学原子炉工学研究所」

■理

2/8

事

伊瀬

敏史

大阪大学大学院工学研究科教授

辻

大澤

靖治

京都大学大学院工学研究科教授

長谷川

毅一郎

田中

祀捷

早稲田大学大学院教授

正田

西尾

繁子 （株）エスジーイー

與儀

勉

矢口
野村
野口

俊郎

樋口

登

矢代

嘉郎

近藤

純一

大阪大学理事
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平成19年度第2回合同委員会
平成19年度第3回合同委員会

函館工業高等専門学校長

平成20年第1回広報委員会

英介

(財)鉄道総合技術研究所会長

第285回拡大技術委員会

武藤

陽一

中部電力（株）

沖縄電力（株）

高橋

潔

（財）鉄道総合技術研究所

昭夫

鹿島建設（株）

秋田

調

（財）電力中央研究所

眞

関西電力（株）

尾崎

章

（株）東芝

九州電力（株）

大山

隆一

東北電力（株）

坪内

宏和

古河電気工業（株）

清水建設（株）

宮本

英一

北海道電力（株）

中国電力（株）

神津

明

（独）産業技術総合研究所

淳

（株）三菱総合研究所

5/2
5/29

財務委員会
平成20年第2回広報委員会

高温超電導電力機器の開発状況
平成 19 年度に超電導応用基盤研究開発と超
電導ネットワーク制御システム技術開発は終了
した。後者においては、SMES を古河日光発電

■常務理事・事務局長
新冨

孝和

所に連系し、実系統における負荷変動補償、安

日本大学大学院教授
（2008年5月現在）

定化制御、長時間運転等大きな成果を得て、成
功裏に終了した。また、平成 19 年より、高温超
電導ケーブル実証プロジェクトが開始され、平

編集後記
今後、
「エネルギー」、
「食糧」、
「水」、
「環境」が

成 23 年度までに、66kV 系統で 12ヶ月以上の
国家プロジェクトとして開発が進められて

地球上での大きな課題になると言われています。

きた SMES は、昨年ついに系統連系試験に成功

いずれも私たちの生活に密着したものであり、

し、いよいよ実用化が目前に迫ってきました。

必需品であるだけに深刻です。

また、シャープ株式会社が堺市に建設中の工

これらのうち、
「エネルギー」と「環境」につ

場へ SMES を設置することも発表されました。

いては、両者に共通の対策として、太陽光、風

SMES 研究会での議論もますます白熱していく

力などの新エネルギーの利用促進が考えられ

ものと思います。より多くの方々に当研究会

ます。すなわち、化石燃料の代替としてエネル

に参加していただき、より有意義な議論・活動

ギーを発生するとともに、発電時の二酸化炭

をしていく必要があるのではないかと思います。

素排出を抑制して地球温暖化も防止すること

皆様の参加を心からお待ちいたしております。

実系統試験が行われる。また、平成 20 年度から
Y 系超電導電力機器開発が開始され、ケーブル、
変圧器、SMES の開発が行われる。
一方、電力化率向上が一次エネルギー低減に
つながるとの話があり、電力技術においてます
ますエネルギー貯蔵の重要性が増すことになる。
Y 系 SMES システムの開発とその特長を活かし
た応用に関する検討がますます重要となる。

お知らせ

ができるということです。地球温暖化が防止
7月18日（金）に事務所を下記に移転します。

できれば、旱魃（かんばつ）なども減らすこと

移転先住所：

ができ、廻り回って「食糧」、
「水」の対策にもな

〒305-0047 茨城県つくば市千現2-1-6
つくば研究支援センター内
Phone: 029-828-7901 Fax: 029-828-7902

るかもしれません。
しかしながら、太陽光、風力などの新エネルギー
は、お天道さま任せ、風任せであり、人間では

なお、e-mail, URLは従来通りです。

コントロールしきれないという問題があります。
その対策としてエネルギー（電力）貯蔵技術が

超電導エネルギー貯蔵研究会の活動状況、交流会のご案内

重 要 と な り 、そ の 有 望 な 技 術 の 1 つ と し て

などはホームページで見ることができます。

SMESが挙げられます。

是非ご覧ください。
>> http://www.rasmes.com/

つまり、SMES は、地球上での大きな課題を
解決していく上で重要な役割を担う可能性が
十分にあるということです。

八戸市マイクログリッド見学会（2007年12月）

また、超電導エネルギー貯蔵研究会では新規会員（法人・個
人）を募集しています。

広報メンバーも随時募集しています！

お問合わせは、rasmes@nifty.com まで。

